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｢ミス日本｣は本協会の登録商標です。

ミス日本受賞者５名が、政府広
報のコロナ対策呼びかけ動画に
登場しました。Yahooトップ
や各種SNSにて合計１億回以上、
表示されております。まん延防
止措置が解除されましたが、マ
スク・手洗い・密回避を引き続
き守るようにしていきましょう。

ミス日本｢海の日｣の
属安紀奈と、21海の
日の吉田さくらが、
日本最大のマリン
ショーであるボート
ショーに登場しまし
た。開会式やボート
オブ・ザ・イヤー表
彰式などステージイ
ベントに出演した他、
ボートや釣り、マリ
ンアクティビティの
楽しさを体験。
また会場には主催者
認定のマリンアンバ
サダーとして、女優
として活躍中の
2016海の日の杉浦
琴乃さんも登場。3
人とも海上保安庁の

ミス日本グランプリの河野瑞夏が、日本テレビの夕方の
ニュース番組にて放映。国際女性デーに関連して「摂食
障害」について追うドキュメンタリーです。河野は現在
も自身が回復途上である摂食障害について、周囲の理解
や助けが重要になります。河野はミス日本受賞前から、
将来は困ってしまったり弱ってしまっている人を助ける
メディアづくりに取り組んでみたいと話しており、今回
の出演は、夢の達成に向けた貴重な経験となりました。

ミス日本グランプリの河野瑞夏が、川越青年会議所が
主催するセミナー「経営者×SDGs」に、講演発表者
として登場しました。もはや知らない人はいない、国
連が掲げる持続可能な開発目標「SDGs」について、
普段の生活や実践にどう落とし込んでいくかを、
SDGsの理念を解説しながら紹介していきます。河野
は「現状を知る」ことの大切さをお話し、気候変動の
統計や排出CO2の計算サイトを紹介しながら、私達の
日常生活の改革必要性をわかりやすく解説。
その上で、河野自身が日常生活に取り入れたこと（マ
イボトル、通学手段への変更、生鮮食品の地産地消意
識）で、Co2が半減できたエピソードを紹介。河野得
意のセンスあふれる資料編集もあり、数字に厳しい経
営者がうなづきやすい講演はとても好評でした!

安全啓発キャンペーンのキャラクターを務めるつながり
から、ライフジャケット着用や安全ルールの再確認など
を呼びかけました。



日本全国で森林資源を活
かした新しい産業が芽吹
いており、森林サービス
産業として注目されてい
ます。本フォーラムにて
成田は司会に初挑戦。森
林セラピーや森を活かし
たツーリズムなど、医療
的なアプローチと学術的
裏付けが紹介され、充実
した学びの機会になりま
した。

ミス日本「水の天使」の横山が、
８月１日の水の日を記念したポ
スターの撮影に臨みました。お
披露目は先ですが、完成が楽し
みです!

ミス日本「海の日」の
属が、3月31日から開
催されるジャパンイン
ターナショナルボート
ショーの発表会に登場。
ボートショーでは各
メーカーのボートが一
同に展示＆内覧ができ
るなど、見どころを紹
介しました。

新旧みどりの女神の2名
が、林業業界関係者向け
に開催されたお披露目会
に登場しました。農水大
臣への表敬と同じ日に開
催され、まずは感謝状を
頂戴したことなどを報告。
小林は1年間の活動振り
返りと感想、4月からの

ミス日本受賞者たちの３月は、応援していただいている皆様や政府関係機関への表敬訪問を行う月となりました。

水の天使横山と海の
日属が、斉藤国交大
臣を表敬。下水道業
界や海事業界で働く
エッセンシャルワー
カーの皆様の取り組
みを応援していきま
す!

金子農水大臣と天羽
林野庁⾧官を、緑の
女神成田と21小林
が表敬。大臣から
21小林に、1年間の
活動について感謝状
を頂戴いたしまし
た!今年の成田も若
い同世代への森魅力
発信に努めます!

政府広報動画の公
開日に、堀内ワク
チン担当大臣を表
敬した、GP河野
と海の日属。感染
予防に大きな効果
があるワクチン接
種について、体験
談をメディアの前
で語りました。

奥島海上保安庁⾧
官を海の日属が表
敬。資源に乏しい
日本の輸出入を支
える海運は、海の
安全が命です。今
年も安全キャン
ペーンや青い羽募
金に取り組みます。

新社会人としても森林に関わっていく希望をお話しました。
成田は料理が得意なことや、役作りや意識集中のために森
や川に訪れていることを紹介。1年間の意気込みをお話し
ました。



美しい森林づくり全国推進会議、林
業復活・地域創生を推進する国民会
議が主催するシンポジウムの司会を
成田が務めました。SDGs時代では
カーボンニュートラルが求められて
おりますが、木質化や森のいやし効
果など、木のある暮らし「Forest 
Style」を取り入れることで、SDGs
の達成に大きく貢献が可能であるこ
とが示されました。

21みどりの女神の小林が、
2月から続く森林サービス
産業紹介のオンライン講座
第3回です。浜松市の「森
の家」は周辺住民の憩いの
エリアになるだけでなく、
森ヨガやネイチャーゲーム、
ツリークライミングなどの
アクティビティ体験スポッ

コンクリートに負けな
い、木質由来の建築素
材であるCLTは、徐々
に全国的な広がりを見
せてきています。アイ
ディアコンテストでは、
CLTならではの柔軟な
設計による建築アイ
ディアの発表が行われ
ました。今後ますます

京都の街を水害から守
るための大規模トンネ
ル「呑龍トンネル」開
通式に横山が登場しま
した。10年に1度の豪
雨をも排水しきるトン
ネルの完成により、周
辺生活の安心安全が実
現します。横山は

山梨県を視察した成
田は、①林業や森作
りの基礎となる苗の
生産、②実際に伐採
する現場、③集めら
れた木々を整理・販
売・格好する地元森
林組合、④端材や枯
れ木を集めてバイオ

海の日属が、みなとみらい
地区で行われたウォーキン
グイベントにゲスト登場し
ました。
みなとみらいには2021年
に人道橋「女神橋」が完成
し、潮風を感じながら水際
沿いを歩き通せるルートが
できました。

ISPS国際スポーツ振興
協会の深見会⾧による
バースディ個展のOP式
典に、ミス日本5名が登
場しました。党派を問わ
ず著名な政治家らもお祝
いにかけつけ、とても華
やかな一日となりました。

CLTが普及していくことで、木の温かみある都市づくりが
可能となり、期待が高まる発表会＆報告会となりました。

ミス日本みどりの女神の受賞を祝
して、国土緑化推進機構から副賞
として奥多摩・小菅村の体験ツ
アーが贈られました。森を散策し
たり、焚き火で暖まったり、自然

マス発電を行うゴルフ場をそれぞれ見学し、プレイヤーの皆
様の誇り高い意識に触れました。地産地消が地域活性の要と
なることも学び、若い世代への発信を誓いました。

トとして県内外から人気を集めています。森の楽しみを集積
化することで生まれる好循環について紹介しました。

下水道に欠かせない都市防災の機能を学びました。

あらたな観光スポットを楽しみに来た多くの参加者に挨拶
をして、ゴールでは記念品を配布しておりました。

体験型観光
が持つ癒や
しの力を存
分に堪能し
ました。



21年のNHK連続テレビ小説「おかえりモネ」につい
て、21みどりの女神小林が、林業考証を担当した竹中
雅治氏と、気象考証を担当した斉田季実治氏を迎えて
のトークショーがオンラインで開催されました。ドラ
マ内では「森と海がつながっている」と紹介され、地
方の山々が元気であることによって都市生活も守られ
ていることが伝えられました。

2日 世界自閉症啓発デー
AOAartオンラインイベント出演 /河野

4日 表敬訪問 若宮健嗣 国際博覧会担当大臣/2022全員
和田浩一 観光庁⾧官/2022全員

7日 日本テレビ「ヒルナンデス」20海の日 森谷美雲アナ登場
7,8日 海技資格協力センター ポスター撮影/属
9日 山梨県緑化推進機構 令和4年度緑化キャンペーン/成田
12日 みどりの募金･緑の羽根着用/成田

岸田文雄内閣総理大臣、三村明夫日本商工会議所会頭
管清工業 厚木の杜サーチセンターOP式典/横山

13日 スリムビューティハウス スリムクイーンコンテスト
総合司会/21松井、審査員/2022全員

20日 みどりの募金･緑の羽根着用 神奈川県知事/成田
神奈川県小網代の森視察/成田

26日 全国森林組合連合会 緑の雇用ポスター撮影/成田
27日 日本下水道事業団 研修センター新寮室棟完成式典/横山

3日 【新聞/WEB】日刊新周南 属安紀奈紹介
10日【新聞/WEB】スポニチ 表敬訪問様子紹介/全員
15日【新聞】海事特報 ボートショー記者発表紹介/属
16日【新聞】日本下水道新聞 国交大臣表敬記事/横山,属
24日【WEB】政府広報 新型コロナ対策よびかけ動画

Yahooなどポータルサイト及び各種SNSにて
～３月３１日まで /全員

25日【WEB】FITNESS LOVE ミス日本便り活動掲載

28日【動画】mysta投票勝者特典の街頭映像
新宿のAINZ＆TULPE新宿東口ビジョンにて
～４月３日まで /横山

3月【冊子/チラシ】神奈川県 少花粉ヒノキPR /21小林
【冊子】日本下水道協会[下水道協会誌]寄稿/横山
【冊子】林野庁[情報誌林野]寄稿/成田
【冊子】水資源機構[水とともに 春号] /横山の紹介
【冊子】IBF国際美容連盟[Linque 75号] ミス日本紹介
【冊子】全国森林組合連合会[森林組合3月号]成田紹介

1日 日本テレビ News every. 出演/河野
森林サービス産業フォーラム2022 司会/成田
日本マリン事業協会＆ボートショー記者発表会/属

2日 8月1日水の日ポスター撮影/横山
3日 表敬訪問 金子原二郎 農林水産大臣

天羽隆 林野庁⾧官 /成田､21小林
みどりの女神活動報告会＆お披露目会/成田,21小林

4日 表敬訪問 ブライダルスタイリストSOGA/佐藤
表敬訪問 日水コン/横山

9日 内閣官房政府広報動画撮影/河野ほか現役5名全員
表敬訪問 スポーツニッポン新聞社/5名全員
Forest-Style.jp 第3回森のオンライン会議

静岡県浜松市編 司会/21小林
10日 新たな森と人との関わりシンポジウム 司会/成田

CLTアイディアコンテスト2021&
CLT関連林野庁事業成果報告会 司会/21小林

11日 表敬訪問 ICU国際基督教大学/河野
12日 沿線まるごとホテル 体験視察/成田
13日 川越青年会議所 SDGs×経営者講演会 講演/河野
14日 表敬訪問 斉藤鉄夫 国土交通大臣 /横山､属

奥島高弘 海上保安庁⾧官/属
15日 表敬訪問 全国森林組合連合会,全国木材組合連合会,

日本林業協会,大日本山林会など多数/成田
16日 表敬訪問 日本森林技術協会,林業機械化協会など多数/成田
18日 深見東州個展 OPゲスト/河野,横山､成田､佐藤,21髙垣
21日 京都府いろは呑龍トンネル全線供用開始式典/横山
22,23日 視察 山梨県の林業/成田
24日 政府広報 新型コロナ対策よびかけ動画 放映開始

自閉症者支援のAOAart 支援映像撮影/河野
25日 表敬訪問 堀内詔子 ワクチン接種推進担当大臣/河野,属

主婦と生活社「LEON」令和の美を考える 取材/河野
26日 BAYWALK YOKOHAMA ゲスト/属
27日 NHK文化センター 森が生みだす未來への一歩 /21小林
28日 表敬訪問 全国燃料協会,森林文化協会,日本CLT協会/成田
28日より1週間 mysta投票勝者特典の街頭映像出演/横山

※新宿のAINZ＆TULPE新宿東口ビジョンにて
29日 G&Uグラウンドマンホール研究所 視察/横山
30日 表敬訪問 MTコスメティクス/全員
31日 ジャパンインターナショナルボートショー2022

OP式典ほかステージイベント出演/属､21吉田

水の天使の横山が、マンホールについて日夜研究と実
験が行われているG&U研究センターの見学に訪れまし
た。技術的に何代も世代交代が行われているマンホー
ルの歴史を学び、研究所内に設置された大掛かりな水
利実験モデルを見学。「なにも事故を起こさない当た
り前」を実現するために、背景には並々ならぬ努力が
あることを思い知らされました。


